










研究仮説について説明する。

国語もしくは算数/数学の授業において「三つの柱」を意識した
「しかけ」をすることで、学びが更に深まるのではないか。
と仮説をたてた。
また、単元全体を通してのしかけを「大きなしかけ」と定義した。

「この単元を、なぜこの時期に、この段階の児童生徒たちに授業で行う
のか」児童生徒の実態、既習事項なども踏まえて、設定をした。

本時の中での具体的なしかけを「小さなしかけ」と定義し、教材・教具の
工夫、環境設定の改善などを授業で行った。



三つの柱とは、「生きて働く 知識・技能の習得」「未知の状況にも対応
できる 思考力・判断力・表現力等の育成」「学びを人生や社会に生かそ
うとする 学びに向かう力・人間性等の涵養」
の三つである。
主体的・対話的で「深い学び」の視点で授業改善を行った。



研究方法について説明する。
PDCAサイクルを用いて、検証を行った。
まず初めに授業計画（P）、学習指導案の元となるワークシートの作成を行う。ワーク

シートをもとに、指導目標や学習内容など「６つの軸と」授業における「しかけ」を明確
にして、学習指導案を作成した。
単元を進めながら、実践(D)を行い、グループで活動内容の具体的な「しかけ」につ
いて話し合い、授業改善をしていった。評価方法(C)は、学習内容に応じて、活動分析
及びルーブリック評価を活用した。

研究授業当日は、外部専門員の先生にも御参観いただき、協議会の中で、御助言
をいただいたり、「学びを深める工夫のある授業」に向けて意見を出し合ったりした。
それを受けて、授業者は再試行(A)という流れで、研究を進めていった。





ここでは、Eグループの事例を紹介する。
Eグループは、国語で、２～３語文で表現したり、伝えたりできることを目

指した。生徒の実態や全２０時間の学習の段階により、２つの評価方法を
使った。









今年度の研究では、「 『しかけ』のある授業づくり」を行うことで、「深い
学び」につなげる授業改善をしてきた。次年度以降は、「しかけ」を整
理し、他教科でも活用できる「『しかけ』のある授業づくり」を
行っていきたい。
研究グループによる授業改善、ルーブリック評価の活用、「しかけ」の

整理を行い、三つの柱を育むための授業づくりを目指していく。そして、そ
のことが児童・生徒に「豊かな社会生活を送れる知識や姿勢を身に付け
る」ことにつながると考える。
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教科名 国語 対象学部・学年（段階） B部門小学部 １年生（１段階） 

指導計画 全２０時間（本時は５時間目） 

単元名 「身近な言葉を学ぼう」 
 

2

・教員の呼びかけを聞いて教員を注視したり、ハ
イタッチをしたりして応じようとする力が身につい
てきた。
・学校で毎日使用する身近な物の名前が分から
ず、日常生活場面で、教員に指示された物を手
に取ることができない。
・提示したカードを見ない。



学びに向かう力・人間性等を「深い学び」につなげるためのしかけ

軸４：どのように支援するか（指導方法） 軸６：実施するのに何が必要か（教材や環境設定）

指導方法の工夫

画像

※児童・生徒の画像は載せないでくだ

さい。授業場面の画像を入れたい場
合は、教員が再現してください。

教材や環境設定の工夫

3

① ② ③提示物：帽子（全員）
選択肢：プラケース、帽子（全員）

提示物：写真カードor具体物
選択肢：プラケース、具体物

提示物：写真カード
選択肢：具体物（帽子、タオル）

①
小
さ
な
し
か
け

大
き
な
し
か
け

プラケース

・
・
・

外部専門員・原田先生からの御助言

（今後の課題）

身近な物の名前に関する理解を更に深めていく。

行動が分化したら理解したことになる
児童が注視するまで待つ
日常に使っているもので発展していく
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国語科 学習指導案 

 
 

日 時 令和２年１０月２１日水曜日 

１0時 20分～１１時 0５分 

対 象 知的障害教育部門小学部 

Ａグループ４名 

場 所 小学部１年３組 授業者 小野高史（T1）山坂有加（T2）古川敦子(T3) 

 

１ 単元名 「身近な言葉を学ぼう」 

 

２ 単元の目標 （軸①「何ができるようになるか」 資質・能力の３つの柱で記載する） 

（１）教室で使用している数個の身近な物の名前を知る。【知識及び技能】                              

（２）物の名前を聞いたり具体物を見たりして、指示された具体物を選ぶことができる。 

【思考力・判断力・表現力等】 

（３）教員の働きかけに応じ、自ら活動に参加することができる。【学びに向かう力、人間性等】                                 
 
３ 単元の評価規準（軸⑤「何が身に付いたか」 評価の３観点で記載する） 

 ア 知識・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の
評
価
規
準 

① 物の名前を聞いて、具体物
や写真カードを見ることが
できる。 

① 物の名前を聞いたり具体物

を見たりして、指示された

具体物を選ぶことができ

る。 

② 教員の動きを見て、拍手や

足踏みの一部分を模倣する

ことができる。 

① 自ら教材や教員の動きに注
目したり、体を動かしたり
して、活動しようとしてい
る。 

 
４ 指導観（★大きな「しかけ」） （軸②「何を学ぶか」） 

（１）単元観（単元目標を達成するため、新学習指導要領の３つの資質能力どの内容を学ぶのか） 

  特別支援学校学習指導要領の知的障害者特別支援学校小学部における国語科の１段階（１）目標「ア 日

常生活に必要な身近な言葉が分かり使うようになるとともに，いろいろな言葉や我が国の言語文化に触れる

ことができるようにする。」、内容[知識及び技能]「イ 言葉のもつ音やリズムに触れたり，言葉が表す事物

やイメージに触れたりすること。」[思考力・判断力・表現力等]「Ａ－イ 身近な人からの話し掛けに注目し

たり，応じて答えたりすること。」を基に設定した。また、自立活動の内容「３ 人間関係の形成（１）他者

とのかかわりの基礎に関すること」、「４ 環境の把握（５）認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関する

こと」、「６ コミュニケーション（１）コミュニケーションの基礎的能力に関すること」との関連も踏まえて

この単元を設定した。 

前単元「呼びかけに応じよう」では、自分の名前を聞いて、話し手を見たり、返事をしたり、模倣したり

することを目標として取り組み、自ら活動に参加することができるようになってきた。次の段階として本単

元では、学校生活で毎日触れる名詞の学習に取り組むことで、教室内で物の名前を聞いて具体物を選択する

ことができるようになることをねらいとしている。 

 
 （２）児童観（単元に関するどのような児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶか） 

本学年は、国語・算数の前半 20 分を集団学習、後半 25 分を個別学習として設定している。集団学習は、

知的障害教育部門小学部 1年生の児童 14名を課題別に 3グループに分けて学習を行っている。本学習のグル

ープは重度重複学級に在籍する児童が 3名、普通学級に在籍する児童が 1名の合計 4名から構成されている。

言語表出はないが、様々な感覚運動遊びや教員との触れ合い遊びの中で、自分の気持ちを表情、発声、動作

で表現する様子が見られる。今までの学習で、教員の呼びかけを聞いて教員を注視したり、教員に向けてハ

イタッチをしたり、応じようとする力が身に付いてきた。このような実態を踏まえ、学校で毎日使用する身

近な物の名前を知ることが、日常生活場面で、教員に音声言語や写真カードで指示されたものが分かり、自

ら具体物を手に取ることにつながると考え、本単元を設定した。 

（３）教材観（教材「で」何を学ぶか） 

手遊び「手をたたきましょう」は、１番で拍手、２番で足踏みをするように歌詞を変更して取り組む。動作を 

手をたたくことと足踏みに限定することで、児童が楽しみながら教員の動きに合わせて、一部分模倣することをねら

いとする。この手遊びを通して、言葉のもつ音やリズムに意識を向け、人の動きを見ようとする力を育んで

いきたい。 



 

 

 

 

注視教材「しゅわしゅわ」では裏表に絵を描いたペープサートを歌に合わせてくるくる回し、注目を促す。

「選んでみよう」の活動で使用する帽子やタオル等に加え、児童が好きなキャラクターもペープサートに取

り入れた。また、教材を鮮やかな色合いにしたり、見やすい大きさにしたりすることで、児童が「見る」ことを意識でき

るようにしていく。言葉のもつ楽しさを感じることができるように、歌に合わせて教材を提示していく。 

   「選んでみよう」では、毎日教室で使用している帽子やタオル等の名前を聞いて、具体物を選ぶ学習に取り組む。選

択学習は、一人ずつ前に出て行い、児童の実態に応じて選択肢の数を変更したり、音声言語と一緒に提示する手掛

かりを具体物にしたり写真カードにしたりして取り組む。具体物や写真カードはブラックボックス（ドラえもんのポケット）

から歌に合わせて取り出すことにより、注目を促すとともに、楽しい雰囲気作りをする。児童は選択した具体物を教員

が持つかごに入れる活動を行う。その際、かごにはブラックボックスから取り出した具体物や写真カードを貼りつけて、

正解を確認できるようにする。課題終了と正解が分かりやすいように、直後に両手を握って振る動きで称賛する。 

 

５ 単元の指導計画（２０時間扱い、本時は５時間目） 

次 時数 主な学習内容 （軸②何を学ぶか） 

第１次 １～２ ・帽子とタオルの名前を知る。 

第２次 ３～１２ ・教員と一緒に具体物を取る。 

第３次 １３～２０ ・自ら具体物を取る。 

 

 

 

６ 配置図 

 

集団学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別学習 
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７ 本時（全１０時間中の第５時） 
（１） 本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

     ★「選んでみよう」では発問を聞いて、教員と一緒に帽子やタオル等の具体物を選択することができる。 

                                 【思考力・判断力・表現力】 

★「手をたたきましょう」では教員の動きに注目し、教員の介助をきっかけに手をたたいたり足踏みした 

りすることができる。                      【学びに向かう力、人間性等】 

                      

（２）本時の展開（学びを深める学習内容、学習活動に★、★は１点以上） 

 ・学習内容 

（軸②本時で「何を学

ぶか」） 

〇学習活動 

（軸③本時で「どのように学

ぶか」） 

★の学びを深めるしかけ 

軸④（どのように支援するか）軸⑥（実施す

るために何が必要か 

導

入 

２

分 

① 始めの挨拶 

・教員に注目しおじぎ

をする。 

② 学習内容の確認 

・予定カードを見る。 

〇教員と一緒に姿勢を正し、 

おじぎをする。 

 

〇予定カードに注目する。 

・Ｔ２Ｔ３が児童の姿勢を整え挨拶に合わせ 

ておじぎの介助をする。 

 

・視覚的に分かりやすいように、イラストと 

文字で表された予定カードをホワイトボード 

に提示する。 

展

開 

 

16 

分 

① 手遊び 
「手をたたきましょ
う」 
・教員と同じ動きを行
う。 
 
 
 
② 注視学習 
「しゅわしゅわ」 
・動いている教材を見 
る。 
 
③ 選択学習 
「選んでみよう」 
・呼名を聞いて前に出
る。 
・物の名前を聞いて具
体物を選択する。 

〇教員の動きを見て手をたた
いたり、足踏みをしたりしよ
うとする。 

 

 
 
 
 
〇「しゅわしゅわ」の教材に
注目する。 
 

 

 

 

〇教員からの発問を聞いて、 
提示された具体物や写真カー 
ドと同じ具体物を選んでかご 
に入れる。 

・Ｔ１は歌のスピード、手のたたきかた等、 
児童が模倣しやすいように配慮する。 
・Ｔ２Ｔ３は、自ら手をたたいたり足踏みし 

たりすることができるように必要に応じて介 

助する。 

（イ－②）手をたたく等模倣する様子の観察 

（ウ－①）教員に注目し自ら動く様子を観察 
 
・Ｔ１は児童の視線に注目し、教材を回転さ 
せる。 
・Ｔ１は近づき過ぎず見えやすい位置、速度 
で教材を動かす。 
（ア－①）教材に注目する様子を観察 
 
・Ｔ１は単語、二語文でシンプルに伝える等、発 

問の仕方を工夫する。 

・発問を聞く前に具体物に触れることがないよう、 

Ｔ３は児童の動きを見守り必要に応じて児童の手 

を持つ等の介助を行う。 

・正解したら両手を持ち、手を揺らして称賛する。 

（イ－①）物の名前を聞いたり、具体物を見

たりして、指示された具体物を選ぶ様子を観

察 

ま

と

め 

２

分 

・学習の振り返りをす
る 

 
・終わりの挨拶 
 

〇予定カードで本日の学習の 
振り返りを行う。 
 
〇教員と一緒に姿勢を正し、 
おじぎをする。 

・授業を頑張ったことを笑顔と拍手で称賛す 
る。 
 
・Ｔ２Ｔ３が児童の姿勢を整え、挨拶に合わ 

せておじぎの介助をする。 

 

個

別

学

習 

２

５ 

分 

児童Ａ 
① 名詞カード等（１ 
対１対応等） 
 
② 手指の操作性 
・型はめ教材 
・ペグさし等 

 
〇野菜、果物等、同じ物を選 
ぶ。 
 
〇教員の指さしや身振り、言 
葉掛けに注目して型はめ教材 
等に取り組む。 
〇自分でペグを持ち、ペグを 
それぞれの穴に入れる。 

 
・児童の視線や手を伸ばして教材に触れる瞬 
間に留意して展開する。 
 
・児童が選択したり、正解したりした場面で
は、適材適所で「見て」「できたね」「そうだ
ね」「同じ」等、言葉掛けを行う。 
・ペグを入れる場所を指さしと音声で伝える。 

 



 

 

８ 本時の評価（★の項目に対する学習状況の評価）（軸⑤「何が身に付いたか」） 

・「選んでみよう」では発問を聞いて、教員と一緒に帽子やタオル等の具体物を選択することができたか。 

                                 【思考力・判断力・表現力】 

・「手をたたきましょう」では教員の動きに注目し、教員の介助をきっかけに手をたたいたり足踏みしたりする

ことができたか。                          【学びに向かう力、人間性等】 

 



 

 

 

【ルーブリック】活動（ 選んでみよう ）       記入者（ 小野高史 ） 

 
S A B C 

音声言語による指示で 

２つの具体物の中から 

帽子を取ることができる。 

音声言語と 

写真カードによる指示で 

２つの具体物の中から 

帽子を取ることができる。 

音声言語と 

具体物による指示で 

２つの具体物の中から 

帽子を取ることができる。 

呼名に対して反応し、 

前に出てきて 

帽子を取ることができる。 

 

日付 10/7 10/12 10/14 10/19 10/21 10/26 10/28 11/4 

 C△✓ C△ B△ A△✓ A△ A△ A△ A◎ 

備考 帽子 帽子 帽子 帽子 帽子 帽子 タオル 帽子 

 

日付 11/9 11/11 / / / / / / 

 A◎ A◎       

備考 タオル 帽子       

 

☆今後・・ 

・誤選択肢を水筒などの身近な物に変える。 

・利き手後出しを反利き手後出しなどに変える。 

 

○ルーブリック評価理由 

活動を行動単位に細分化して評価する活動分析表よりも、文章で「児童の現在の状態」を評価できるルーブリック評価が 

適していると考えたため。 

◎自発遂行 

○言葉掛け 

△指差し 

レ身体支援 

 

『具体的なしかけ』①－１ →具体物や写真カードは、ブラックボックス（ドラえもんのポケット）から歌とともに取り出し、注目を促す。 

『具体的なしかけ』①－２ → 

『具体的なしかけ』②－１ →選択物を提示する際、正答の具体物を利き手側に後から出し、正しい行動を引き出す。 

『具体的なしかけ』③－１ →短い歌に合わせて教材を提示する。 
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教科名 
国語 

対象学部・学年（段階） B部門小学部 ３年生（２段階の児童が多い。） 

指導計画 全８時間（本時は、６時間目） 

単元名 「うごきのことば」 
 

・音声言語としての「すわる」「はなす」といった基
本的な動作語は理解できているが、
動作語の音声と文字（ひらがな）が適切に結び
ついていない。

・待ち時間が少ない配慮ができないか
見ている人も参加できる手立てが必要か。



大きなしかけ
（単元全体）

児童が身体を使って学習に取り組めるようにするとともに、

視覚教材を用いて動作とそれに対応した動作を表す絵、文字
（ひらがな）、動作の音声言語がつながるようにする。

小さなしかけ
（本時）

・日常的な動作を実際に身体を動かして習得できるようにする。
・動作カードと文字（ひらがな）カードを用いて対応を促す。

最終目標に向けて、現在どのような支援を行うことで、児童が動きのイメージ
をもって身体を動かしているのかが分かる、ルーブリック評価を活用した。

具
体
的
な
し
か
け

①知識・技能－１ 児童全員に複数の動作の文字と絵が載ったカードを配り、
動作の音声言語を聞いて、それに対応するカードを選ぶ。

①知識・技能－２
ホワイトボートに貼ってある授業で扱った動作カードの文字
を付箋で隠す。児童には動作の文字カードを渡し、文字
カードと動作カードの絵を見て、マッチングをする。

②思考力・判断
力・表現力

児童が他の児童の前に立ち、その児童に学習した動作の
絵カードを見せ、その動作のまねをする。それを見た児童
たちは、何の動作であるか答える。

③学びに向かう
力・人間性等

児童全員で活動を行い、一人一人の活動の時間を多くし、
動作カードを用いることで、意欲的に活動できるようにする。

軸４：どのように支援するか（指導方法） 軸６：実施するのに何が必要か（教材や環境設定）

・児童の実態把握に合った単元の目標設定を。
（今の子供たちの課題を把握し何を身に付けたいのかを明確にする）

・評価方法検討
（何ができたら音声言語と文字が相互につながったと言えるのか）

・習得した動作語を使って伝え合う活動の充実を
（繰り返しの中でより日常生活に動作語を落とし込む）

外部専門員・檜森先生からの御助言

 

３ 

つ 

の 

柱 

 

今後の課題→・ひらがなを読み、何の動作であるか理解する。
・学んだことを日常生活に生かしていく。



国語科 学習指導案 

 

日 時 令和２年１０月２１日水曜日 

１０時２０分～１１時０５分 

対 象 知的障害教育部門小学部 

Cグループ７名 

場 所 小学部３年１組教室 授業者 藤井 貴之（ＭＴ）ほか磯邉亜矢 

 

１ 単元名 「うごきのことば」 

 

２ 単元の目標 （軸①「何ができるようになるか」 資質・能力の３つの柱で記載する） 

（１） 日常的な動作の意味を理解することができる。               【知識及び技能】 

（２） 動詞を聞いて、それに伴う動きの表現ができる。       【思考力、判断力、表現力等】                                      

（３） 見通しをもって、学習活動に取り組むことができる。     【学びに向かう力、人間性等】 

 

３ 単元の評価規準（軸⑤「何が身に付いたか」 評価の３観点で記載する） 

 ア 知識・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り組む態

度 

単
元
の
評
価
規
準 

① 日常的な動作を見たり、言

葉で聞いたりして、動作の

内容を理解することができ

る。 

 

② 日常的な動詞の意味や言葉

の持つ音やリズムに触れた

り、動作のイメージを理解

したりすることができる。 

① 教師の話や読み聞かせに応

じ、音声を模倣したり、動作

の内容を見聞きしたり、表

情や身振りで表現すること

ができる。 

② 伝えたいことを思い浮か

べ、身振りや音声などで表

すことができる。 

① 学習活動に見通しをもっ

て、取り組むことができる。 

 

 

 

② 学習内容を理解することが

難しい場合でも、粘り強く

取り組もうとしている。 

 

４ 指導観（★大きな「しかけ」） （軸②「何を学ぶか」） 

（１） 単元観（単元目標を達成するため、新学習指導要領の３つの資質能力どの内容を学ぶのか） 

    特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の知的障害のある児童に対する教育の国語科の第一節の

第二款、1 段階の目標「イ 言葉をイメージしたり，言葉によるかかわりを受け止めたりする力を養

い，日常生活における人との関わりの中で伝え合い，自分の思いを持つことができるようにする。」、

「ウ 言葉で表すことやそのよさを感じるとともに，言葉を使おうとする態度を養う。」を基に授業を

設定した。 

本単元では、日常的な動作を見たり、聞いたりして、理解して習得できるような活動をするととも

に、それらに伴う動きを行えるような学習活動を展開していく。本単元の学習内容を身に付け、実生

活においても、動作の身振りや音声言語を用い、日常生活で円滑にコミュニケーションをとることが

できるように指導していく。 

本時では、「うごきのことばえらび」という活動を行う。児童に動作の絵と文字が載っている数枚の

動作カードを配り、教員による動作の音声言語もしくは動作の手本を示し、それを受けて、動作カー

ドを選ぶことで、「動作の内容」「文字」「音」「動作を表す絵」といった動作を構成する要素を理解で

きるような学習活動を行っていく。 

 

 （２）児童観（生徒観）（単元に関するどのような児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を

学ぶか） 

    本学年は国語の前半の 2５分を集団学習、後半 20分を個別学習として設定している。 

児童の実態として、質問に対して、うなずきや挨拶、「はい」「いいえ」といった基本的な応対はで

きる。また、日常生活で日々、教師が言葉掛けをする「座る」、「話す」、「手を挙げる」など基本的な

動作、動詞の理解をすることができる。児童の多くには、動物の名前や食べ物の名前など、基本的な

名詞の認知があり、読み書きができる児童もいる。しかしながら、7人の児童の内、平仮名を読むこと



ができる児童が三人、話すことができ、あ行は読むことができるが、それ以降の平仮名を部分的に読

むことが難しい児童が三人、平仮名を読んだり、音声言語で伝えたりすることが難しい児童が一人と

いう構成となっている。  

本時では、児童が活動の中に自分の役割を持ちながら、見通しをもって学習活動が行えるように、

教材提示、端的で的確な指示を行っていく。さらに児童の発達段階に即した活動ができるように、平

仮名が読める児童は、平仮名の動詞カードを提示したり、平仮名が読めない児童には、音声言語や、

動作の絵カードで提示したりなどの、習熟度別の課題の提示を行っていく。また、第一学年時、児童

が「ことばあつめ」の単元において、ホワイトボートに貼ってあるいくつかのひらがなから、文字を

並べて、言葉を集めるという活動を行った。一部の児童は動物の名前などを並べ、動物の物真似をす

ることができたが、三文字以上の言葉を並べることが難しい児童がいたり、並べること自体の活動が

困難な児童もいた。これを受けて、本単元より前の授業では、日常的な動詞の理解の学習を二語の動

詞の基本動詞を扱うなど、段階的な学習を、スモールステップで行っていく。 

 

（３）教材観（教材「で」何を学ぶか） 

    児童の身体機能・発達段階に配慮しながら、児童一人一人が一連の活動で、役割をもち、達成感を

味わうことのできる学習の展開を図る。学習活動を行う前に、予定カードや手本をしめすことなどで、

活動の見通しができるよう指導する。普段何気ない日常の動作であっても、動作を文字化したものを

理解することが難しかったり、絵を見て動作の内容をイメージしにくい場合があるので、導入の際に、

日常的な基本動作を紹介できる絵本の一部を拡大コピーしたものを提示し、児童全員と動きの模倣を

する活動を設けることで、動作の内容をイメージし、展開の活動に生かせるようにする。 

本時の展開の活動では、「うごきのことばえらび」という活動を行っていく。「はしる」「なげる」「ね

る」「たべる」などの日常的な動作についての平仮名と絵付きの動作カード（割りばしがついていて持

つことができる。）を児童に数枚配る。教員は児童に①動作の音声言語を伝える。①が理解できず、カ

ードを選ぶことができない児童には、②動作の手本を示す。それを聞いたり、見たりした児童がどの

動きなのか、カードから選び、七人の児童が一斉に教員の合図で、手を高く上げて提示を行う。そし

て指名された児童がその都度、動作カードをホワイトボートに貼り、動作の確認を行う活動を行って

いく。さらに、学習の振り返りを行う前に、ホワイトボートの動作カードの文字を隠す。そこで、平

仮名を読める数人の児童に動作の文字のみのカードを配り、文字が隠された動作カードとマッチング

させる。 

本時の活動の仕掛けとして、「うごきのことばえらび」の活動を通して、日常的な動作の内容やイメ

ージとその動作のア「音」イ「文字」ウ「動作を表す絵」をそれぞれ結びつけることができるように

する。児童が音声言語を聞いたり、動きの手本を見たりして、動作の内容をイメージする。そうする

ことで、動作の内容と手持ちのカードにあるその動作のイ「文字」とウ「動作を表す絵」を結びつけ

ることができる。また、その活動で扱った動詞をその都度、紹介し、児童全員と音読を行うことでそ

の動作の内容とその動作のア「音」と結びつけることができる。 

児童が活動を通して、教員や友達と「できた、分かった」という成功体験を積み重ね、達成感や味

わえたり、さらなる学びにつながるように指導する。 

 

５ 単元の指導計画（８時間扱い、本時は６時間目） 

時数 主な学習内容 （軸②何を学ぶか） 目標 

１～６ 

 

「かばくんのことばえほん」 

「うごきのことばえらび」 

・日常的な動作の模倣や、動作と動詞の文字との結び付け

ることができるようにする。 

・日常的な動作の絵を見て、模倣や文字や発音による結び

付けることができるようにする。 

７～８ 
「？ボックス」 ・単元の振り返り・まとめを行い、学習事項を活用できる

ようにする。 

 

 

 



６ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

７ 本時（★小さな「しかけ」）(６／８時間目) 

（１） 本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

①日常的な動作を見たり、言葉で聞いたりして、動作の内容を理解することができる。 

                            【知識・技能】 

    ②教師からの音声言語、動きの手本を聞いたり見たりして、複数の動作カードから、当てはまる動

作カードを選び、提示することができる。 

【思考力・判断力・表現力等】 

③ 学習活動に見通しをもち、自分の役割を理解し、達成感をもちながら活動することができる。 

【学びに向かう力・人間性等 】 

 

（２）本時の展開（学びを深める学習内容、学習活動に★、★は１点以上） 

 ・学習内容（〇教師の動き、●児

童が何を学ぶか。） 

（軸②本時で「何を学ぶか」） 

〇学習活動（児童の動き） 

（軸③本時で「どのように

学ぶか」） 

★の学びを深めるしかけ 

軸④（どのように支援する

か） 

導 

入 

 

３ 

分 

 

① 始まりの挨拶 

●学習の始まりが分かる。 

 

②予定の確認をする。 

●本時の学習の見通しが分かる。 

 

 

③「かばくんのことばえほん」で

登場する動きを児童全員で模倣

する。 

●動作の手本をすることで、動作

の内容をイメージすることがで

きる。 

①学習の始まりを意識し

て、挨拶する。 

 

②本時の学習活動を確認

し、授業の見通しを立てる。 

 

 

③「かばくんのことばえほ

ん」の一部を拡大コピーし

たものを見て、児童全員で

動きの真似を行う。 

① ST が児童の後ろから手

の動きを補助する。 

 

②予定カードを提示し、学

習の見通しを立てられるよ

うにする。視野に予定カー

ドが入るようにする。 

③椅子に座って動きの模倣

を行うので、立たないよう

に言葉掛けを行う。 

黒板 

Ｔ１ 

Ｔ ２

２ 

C６ C７ C5 C４ C3 C2 C1 

ホワイトボート 



展

開 

 

14 

分 

④「うごきのことばえらび」の活

動の説明を行う。 

●「うごきのことばえらび」の活

動のイメージをつかみ、使用する

準備物が分かる。 

 

 

 

 

⑤学習活動の例を提示する。 

●活動のイメージをより膨らま

せ、活動の流れや内容、行うこと

が分かる。 

 

⑥準備物を配り、学習活動を展開

する。 

（活動内容：①割り箸の付いた絵

と文字のある動作カード３枚（３

つの動作の活動が終わったら回

収し、別の四枚を配る。）を児童

全員に配る。（渡す前に児童の目

の前にかごを設置し、動作カード

をかごに置く。） 

②教師が１．動作の音声言語を伝

える。２．（１で理解することが

できない児童に）動作の手本を順

に行い、児童はそれを見聞きし、

何の動作であるか考え、動作と同

じ内容の絵カードをかごの中か

ら選び、一斉に割り箸が付いた絵

カード挙げる。③挙げ終わって、

教師から正解の有無を聞いたら、

すぐにかごに戻す。 

④その動作の絵カードをホワイ

トボートに一人の児童が貼り、動

作の発音や文字などを確認する。

⑤振り返りを行う前に、平仮名を

読むことができる児童に動作の

文字のみのカードを渡し、ホワイ

トボートに提示されている動作

の絵カードを見て、絵カードと平

仮名カードをマッチングさせる。 

 

●・教師による動作の音声言語を

聞いたり、動きの手本を見て、何

の動作であるかイメージし、「音」

「手本による動作の動き」と「動

作を表す絵」が同じであることが

分かる。 

・模倣した動作と絵と文字のあ

④教師の学習活動の説明を

受け、活動の内容や流れ、見

通しを立てる。 

 

   

 

 

 

 

⑤例を見て、活動により具

体的な見通しをもち、活動

に興味・関心を持つ。 

 

 

★⑥・教師による動作の音

声言語もしくは動作の手本

を受けて、かごの中からそ

の教師の手本に合う動作カ

ードを選び、カードを挙げ

る。 

 

・全員が挙げ終わったら教

師の指示を受けてから、代

表者の児童が、ホワイトボ

ートにカードを貼る。 

・その動作の音読を一斉で

行う。 

・平仮名を読むことができ

る児童に、動作の平仮名カ

ードを渡し、平仮名カード

とホワイトボートの文字が

隠された動作の絵カードを

マッチングを行う。 

・教師の動作についての確

認を受けて、その動作を構

成する「文字」「動作を表す

絵」「音」を確認する。 

 

 

④・体や、目が MTの方に向

いていない児童には、向く

ように言葉掛けを行う。 

 

・説明を行っていく中で、児

童の反応がなかったり、内

容を理解してそうであった

ら、端的に復唱する。 

 

⑤他の児童が活動を行いや

すいように STと連携しなが

ら例を提示する。 

 

 

★⑥・活動中に割り箸を回

したり、別のことをしてい

る児童に STと連携しながら

言葉掛けを行う。 

 

・音声言語、動きの手本の順

で児童に提示するが、音声

言語のみで動作の絵カード

を選ぶことができた児童に

は、ほかの児童が動作の手

本を見て、選ぶことができ

るまで少し待つように声掛

けを行う。 

 

・児童の一連の活動がそれ

ぞれ終わる度に、その動作

の内容を全体に確認し、全

体で音読したり、文字を確

認する。 

・児童が活動の中でがんば

ったこと、成功したことを

拾い上げ、達成感を味わえ

るようにする。 



る絵カードが結びつくことで、そ

の文字が模倣した動作の名前で

あることが分かる。 

・文字の音読を行うことで模倣

した動作の発音が分かる。 

ま

と

め 

 

３

分 

⑦学習の振り返り、学習事項の確

認を行う。 

●日常的な動作という概念が「文

字」「内容」「音」で構成している

ということが分かる。 

 

⑧終わりの挨拶 

●学習の終わりが分かる。 

⑦教員の説明に対し、学習

事項を確認する。 

 

 

 

 

⑧教員と一緒に姿勢を整

え、挨拶を行う。 

⑦MT は児童が活動を思い出

すように教材や活動の特徴

を示す言葉掛けをする。 

 

 

 

⑧ ST が児童の後ろから手

の動きを補助する。 

個

別

学

習

20 

分 

児童① 

① 絵を見て文章を組み合わせ

る学習 

 

 

② 数字ブロックを使った計算 

 

 

 

③ 手先の運動 

A 棒差し 

 

 

 

Bビーズ紐の引っ張り作業 

 

 

 

 

C玉入れ 

 

 

児童② 

① 漢字の書き取り 

 

 

② 助詞の学習 

 

 

③ 算数の計算 

 

 

④ ひも結びの練習 

 

①絵カードを見て、その絵

に対応する文章を組み合わ

せる。（きいろい＋ぼうしな

ど） 

②10 までのたし算を数字ブ

ロックを並べながら計算し

ていく。 

 

 

A 小さい穴が１０ヵ所ある

木の棒に、小さい棒を穴に

差し込む 

 

B 蓋に切り口のある小さな

タッパーにあるビーズ紐を

引っ張り出す。 

 

 

C 蓋に切り口があるタッパ

ーに小さな玉を指で押し込

む。 

 

①一年生で学習する漢字の

書き取りを行う。 

 

②「○○で」、「○○を」など

の助詞を含む文章の書き取

りを行う。 

③ １０までの足し算の計

算を行う。 

 

★両手を使ってちょうちょ

結びの練習を行う。 

 

①ぬぐ＋ズボンを、など助

詞のある文を逆にしないよ

うに支援する。 

 

②順序に沿って計算を行っ

ているか、必要に応じて、児

童と一緒に指を指しながら

数えていく支援を行う。 

 

A 上から順番に棒を差し込

めているか注視する。 

 

 

B 両手で活動を行えている

か、片方の手でタッパーを

支えながら活動できている

か注視する。 

 

C 片方の手でタッパーを押

しながら玉を押し込んでい

るか注視する。 

 

①手を止めたり、活動を中

断しないように注視する。 

 

②質問と本文を読み、対応

していることを理解できる

ようにする。 

③活動を中断してしまわな

いように注視する。 

 

④ 徐々に教師による支援

を減らしていくように

する。 



８ 本時の評価（★の項目に対する学習状況の評価）（軸⑤「何が身に付いたか」） 

（目標） 

 ・単元の目標、本時の目標のそれぞれに一貫性があったか。 

 ・児童一人一人の発達段階に応じた目標設定は適切であったか。 

（展開） 

・活動の意図や、理解が難しい児童に適切な支援をおこなうことができたか。 

・「本時の目標」を達成するための学習活動になっていたか。 

（指導上の留意点） 

 ・児童の興味・関心を高める導入の工夫があったか。 

 ・教材は児童の理解を高めるものであったか。 

 

9．板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

あるく はしる たべる ねる すわる とぶ おきる 

絵カード 絵カード 絵カード 絵カード 絵カード 絵カード 絵カード 



 

 

【ルーブリック】活動（        うごきのことば        ）       記入者（  藤井 貴之        ） 

 
S A B C 

動作の絵カードを見て、動作の文字が

分かり、発音したり、絵と文字をマッ

チングすることができる。 

MTが動作の名前を音声で伝え、それを

受けて、動作の音声言語と、動作の絵カ

ードをマッチングすることができる。 

MT による動作の模倣を受けて、動作

の内容をイメージして、動作の絵カー

ドとマッチングすることができる。 

ST が近くで模倣の支援をすること

で、何の動作であるかイメージして、

動作の絵カードとマッチングするこ

とができる。 

 

日付  １０/５ １０/７ 

 

１０/１２ １０/１４ １０/１９ １０/２１ １０/２６ １０/２８ 

A児 

 

B◎ B◎ A◎ A◎ 

S〇「すわる」「みがく」 

A◎ 

S◎「とぶ」 

A◎ 

S◎ 

  

B児 

 

B◎ B◎ A◎ A◎ A◎ A◎   

C児 

 

Bレ B〇 A△ A〇 A◎ 

S「すわる」 

A◎   

D児 

 

Bレ B〇 A〇 A◎ A◎ A◎   

E児 

 

Cレ Cレ C△ 

A〇「たべる」 

C〇 

A〇「たべる」「すわる」 

A〇「のむ」「とぶ」「ね

る」「あるく」「すわる」 

A〇   

F児 

 

B○ B◎ S◎ S◎ S◎ S◎   

G児 

 

B〇 B〇 S◎ S◎ S◎ S◎   

備考         

○ルーブリック評価理由 

単一の行動で完了する活動の単元であり、評価基準別に評価しやすいから。 ◎自発遂行 △指差し 

○言葉掛け レ身体支援 

『具体的なしかけ』①－１ →児童全員に割り箸の付いた動作カードを 3、４枚配る。教員が日常的な動作の①名前を言う②動作の模倣を行う。①、②のどちらかで何の動作であるかイメージ

し、それに合う動詞カードを選び、児童に一斉にカードを挙げさせる。答え合わせをし、動作の絵、文字、音を確認する。 

『具体的なしかけ』③－１ →児童対生徒で活動をし合うのではなく、児童全員に動作カードを持たせ、全員に役割を与え活動することで、達成感を味わったり、活動時間が増えることで多く

の学びが増える。 



 

３ 

つ 

の 

柱 

 

教科名 
国語 

対象学部・学年（段階） B部門小学部 ５年生（１段階の児童が多い。） 

指導計画 全１５時間（本時は、１３時間目） 

単元名 「言葉と動きをつなげよう」 
 

大
き
な
し
か
け

２学期から授業が本格的に始まったこの時期（９・１０月）に、国語科で
１段階の児童が多い学習グループにおいて、この単元を行った。学習
体制づくりや、リズム運動など他の学習への般化もねらった。

2

・情緒面に不安定さがあったり、学習場面や環境
が変化したりすると参加が難しいことがある。

・模倣する力や、肘から指先、下半身のボディイ
メージは育ちつつある。

・課題の意図を理解して、遂行することに困難さ
がある。



③学びに向かう力・人間性等を「深い学び」につなげるための
本時の具体的なしかけ（小さなしかけ）

軸４：どのように支援するか（指導方法） 軸６：実施するのに何が必要か（教材や環境設定）

「動物園に行こう」
①実際の動物の動画②イラスト③動作の提示それぞれを鑑賞する際、
共通の唱えうたを歌うことで、自発的な動作を引き出す。

指導方法の工夫

「宝さがし」

様々な感触の物を箱から取り出し、活動に向かう意欲を高める。終わったらゴリラ
の口に物を入れる。触ってみたい、入れてみたいという興味関心を引き出す。

教材や環境設定の工夫

小
さ
な
し
か
け

・紙芝居やイラスト等で同じフレーズを用い、動作を引き出す。
・同じパターンで、何度も繰り返して定着を図る。
・児童の実態に合った学習に参加しやすい環境づくり。

外部専門員・河村先生からの御助言

 

３ 

つ 

の 

柱 

 

（研究の課題）

「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」は、１段階の児童では、理解度の
見取りが難しく、教員の主観的評価になりやすい。「学びに向かう力・人間性
等」は動作として客観的に評価しやすい。評価方法の検討が必要。



国語科 学習指導案 
 

日 時 令和２年１０月２１日水曜日 

１１時１０分～１１時５５分 

対 象 知的障害教育部門小学部 

A グループ３名 

場 所 小学部５年５組教室 授業者 鈴木 理紗（ＭＴ）ほかＳＴ１名 

 

１ 単元名 「言葉と動きをつなげよう」 

 

２ 単元の目標 （軸①「何ができるようになるか」 資質・能力の３つの柱で記載する） 

（１） 言葉が身体の動きやイラストを表していることが分かる。【知識及び技能】 

（２） 言葉を聞いたり、イラストを見たりして身体を動かすことができる。 

【思考力、判断力、表現力等】 

 （３） 教員や教材に注目し、学習に参加しようとする。【学びに向かう力、人間性等】 

 

３ 単元の評価規準（軸⑤「何が身に付いたか」 評価の３観点で記載する） 

 ア 知識・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

単
元
の
評
価
規
準 

①動物（とんぼ・くま・ごりら・
ぞう）によって動きが違うこと 

が分かる。 

 

 

 

②「どうするの？」の合図に応じ

て身体を動かすことができる。 

①動物のイラストを見たり、「と 

んぼ」「ピーン」「ごりら」「胸」 

「熊」「手」「像」「足」という 

言葉を聞いたりして、身体を 

動かすことができる。 

 

②身体の各部位を意識して動か

すことができる。 

①イラストや教員に注目してい

る。 

 

 

 

 

②身体を動かそうとしている。 

 

４ 指導観（★大きな「しかけ」） （軸②「何を学ぶか」） 

（１） 単元観（単元目標を達成するため、新学習指導要領の３つの資質能力どの内容を学ぶのか） 

特別支援学校学習指導要領の知的障害者における国語科の 1段階の目標の〔知識及び技能〕「ア₍ィ₎言

語のもつ音やリズムに触れたり,言葉が表す事物やイメージに触れたりすること。」および、〔思考力，判

断力，表現力等〕「Ａ 聞くこと・話すこと」「イ 身近な人からの話し掛けに注目したり,応じて答えた

りすること。」を基に設定した。 

 単元目標（１）（２）では、歌に合わせて出てくるイラストの動物（とんぼ・ごりら・くま・ぞう）の

動きを模倣して身体を動かす学習を通して、教員とのやり取りの中で、動物の名前、「ピーンと横に」「手

を前に」「胸を叩いて」「足をどんどん」等の言葉に触れ、身体を動かしながら言葉と動きをつなげるこ

とをねらいとする。相手の言葉や身振りを受け、それに対して表現することはコミュニケーションの基

礎的な力であり、やり取りする楽しさを感じる重要な要素である。児童が言葉や動物のイラストに対す

るイメージを広げ、他の授業で動物の名前や、学習した言葉を聞いた際に、言葉やボディイメージを自

分なりにもち、活動に自ら見通しをもって楽しみながら参加する力を育てていきたい。（３）では、教員

の話し掛けに自ら注目したり、友達の発表を注目して見たりする等、自ら物事に関わることをねらいと

する。これにより、自ら他者を意識したり、人や物を見たりする力を高める力を育てていきたい。 

自立活動の観点では、６コミュニケーションの「（１）コミュニケーションの基礎的能力に関するこ

と」にあるように、場面や相手に応じて円滑にコミュニケーションをとれるようにしていくことをねら

いとしている。模倣を通して相手の意図を理解しようとしたり、その意図を受け取り、表現する力を育

てていきたい。そして、４環境の把握の「（４）感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状

況に応じた行動に関すること」では、言葉に触れながら身体を動かす粗大運動の中で、身体の各部位を

意識して動かす力を養いたい。 

お互いにイメージしていることを共有しながらやり取りをすることは日常生活や、余暇を楽しむうえ

で重要なことである。本単元を通してイメージを共有し身体を動かすやり取りの楽しさを感じてもらい

たい。そして、こうした経験を生かして他の場面や生活の中でも円滑なコミュニケーションができるよ

うに繋げていきたいと考えている。 

 



（２）児童観（単元に関するどのような児童・生徒の実態から、単元目標を達成するため、何を学ぶか） 

 本学年は、国語の前半 20 分を集団学習、後半 25 分を個別学習として設定している。集団学習は、

知的障害教育部門小学部 5 年生の児童 17 名を課題別に 3 グループに分けて学習を行っている。本学

習のグループは重度・重複学級に在籍する児童 3名で構成されている。 

 これまでの学習の中で、グループ学習の際に教員から名前を呼ばれたり、活動の流れから自分の番

だと気が付き、自ら手を挙げて活動場所に来ることができる姿や、自ら教員や教材に注目したり、「見

て」の言葉掛けを聞いて教員や教材を見て、学習を行うことができる姿が見られた。しかし、学習場

面や環境が変化すると、参加することが難しくなったり、肘から指先、下半身のボディーイメージが

乏しいといった課題がある。 

そこで本単元では、自立活動や体育で行っている動きを国語でも取り入れることで、場面や環境が

変化しても、見聞きした言葉をイメージし、活用することができる力を引き出していきたい。そして、

動物の名前や「ピーンと」「横」「前」等の言葉に触れながら手や足を動かすことで、言葉のイメージ

に触れるとともに、ボディーイメージを高めていきたい。これにより、各教科の活動場面で自ら見通

しをもって参加することができたり、言葉を聞いて自らイメージをもって身体を動かすことができた

り、学校生活の中で主体的に活動できるようになると考える。 
 

（３）教材観（教材「で」何を学ぶか） 

   ⒈「まねっこピーナッツ」 
     歌の後に教員が行った動きを真似する学習である。リズミカルな歌と静止した動きを提示するこ

とで、児童が教員に目を向けやすく、真似をしやすいのではないかと考える。言葉のイメージやボ
ディーイメージがしやすいように初めは頭・お腹などの身体の大きい部分を触る模倣から行い、肩、
耳、膝、つま先を触ったり、両手を挙げたりする模倣へと発展させていく。この活動を通して、人
の動きをよく見ようとする力、言葉と動きをつなげて身体を動かす力の育成を図る。 

      
⒉「幸せなら手をたたこう」 

本単元では手を動かし、足をならす活動があるため、歌に合わせながら行える模倣を取り入れた。 
歌詞に合わせて手と足を動かす学習である。明るい曲調や「手を叩こう」「足ならそう」という合図、 
動かす部位が少ないことで、児童が教員に目を向けやすく、児童が自分で行うことができる動きで 
はないかと考える。この活動を通して、合図に反応して身体を動かす力の育成を図る。 

 
   ⒊「宝探し」 
     ブラックボックスの中に手を入れ、中に入っている物を手で掴んで取り出す活動である。教員が

提示した箱に手を入れ、物を取り出すシンプルな活動内容であるため、児童自身が提示されたもの
から要求が分かり、活動を行うことができるのではないかと考えた。また、中に入っている物を柔
らかい物や硬い物、とげがある物、弾力がある物等、触感覚への働きかけがある物を取り入れるこ
とで、「やってみたい」という自ら取り組むことができる気持ちを引き出したり、一定時間一人で安
定して過ごすことをねらいとする。 

 
   ⒋「動物園に行こう」 

     歌に合わせて出てくるイラストの動物（とんぼ・ごりら・くま・ぞう）の動きを見たり聞いたり

して身体を動かす活動である。導入では、ICT機器を活用して、動物が実際に飛んだり、動いている

姿を見ることで、動物のイメージを高める。イラストを提示する際には、リズミカルな唱え歌を取

り入れ、児童の興味・関心を引き付ける。動きを行う際には、「どうするの？」と合図を取り入れる

ことで、いつ行うのか分かりやすく、児童が期待感をもって取り組むことができるのではないかと

考える。動物の動きを行う際に立って行うと、注目してほしいところから目線が逸れてしまうため、

座って行うことができる動きにした。とんぼでは、両手を横に広げる。くまでは、両手を床に付け

る。この２つの動きは、今までの模倣遊びや自立活動の時間に行っている動きの一部である。他の

授業で行っている動きを取り入れることで、言葉と動きをつなげやすく、主体性を引き出せると考

えた。ごりらでは、両手で胸を叩く。ぞうでは、足踏みをする。この２つの動きは、発展的な動き

になっている。歌やイラストを活用しながら各動物の名前や、「ピーンと横に」「手を前に」「胸を叩

いて」「足をどんどん」等の言葉に触れ、身体を動かしながら言葉が表すイメージを広げていきたい。 
 
 
 
 



 

５ 単元の指導計画（15時間扱い、本時は 13時間目） 

次 時数 主な学習内容 （軸②何を学ぶか） 

第１次 6 

○「まねっこピーナッツ」 
 ・小集団の前にいる MTを注目し、合図に応じて、教員の動きを模倣する。 
○「幸せなら手をたたこう」 
 ・小集団の前にいる MTに注目し、歌に合わせて手を叩いたり、足を鳴らしたりする。 
〇「宝探し」 
 ・自らブラックボックスの中に手を入れ、中の物を掴んで取り出す。 
〇「動物園に行こう」 
 ・イラストで出てくる動物を表現することを知り、教員の動きを模倣して、動物の動

きを覚える。 

第２次 9 

〇「宝探し」 
 ・自らブラックボックスの中に手を入れ、中の物を掴んで取り出す。 
○「動物園に行こう」 
・歌に合わせて出てくるイラストの動物（とんぼ・ごりら・くま・ぞう）の言葉と動
きをつなげて身体を動かす。 

 

 

６ 配置図 
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７ 本時（★小さな「しかけ」） 

（１） 本時の目標（軸① 本時で「何ができるようになるか」） 

   ★動物（とんぼ・ごりら・くま・ぞう）によって動きが違うことが分かる。【知識・技能】 

   ★動物のイラストを見たり、「とんぼ」「ピーンと横に」「ごりら」「胸をたたいて」「くま」「手を前に」「ぞ

う」「足をどんどん」という言葉を聞いて身体を動かすことができる。【思考力、判断力、表現力等】 

★学習に参加しようとしている。【学びに向かう力、人間性等】 

 

（２）本時の展開（学びを深める学習内容、学習活動に★、★は１点以上） 

 

・学習内容 

（軸②本時で「何を学ぶか」） 

〇学習活動 

（軸③本時で「どのように学ぶか」） 

★の学びを深めるしかけ 

軸④（どのように支援するか）軸⑥（実施するために何が必

要か 

導 

入 

 

2 

分 

 

１ 始めの挨拶 

・授業の始まりを意識

する。 

 

２ 学習内容の確認 

・本時の学習を知る。 

〇号令を聞いて姿勢を正し、サ

インをつけて挨拶をする。 

 

 

〇予定カードを見て、教員と一緒

に本時の学習内容を確認する。 

・児童が姿勢を整えているのを確認し、

サインをつけて挨拶をする。 

 

 

・視覚的にわかりやすいように、イラス

トと文字で表した予定カードを提示す

る。 

展

開 

 

15

分 

３ 宝探し 

・自らブラックボック

スに手を入れ、中の物

を掴んで取り出す。 

○ブラックボックスの中に手を

入れ、中に入っている物を手で

掴んで取り出す。 

 

・児童が「これ、なんだろう？」等の興

味をもちやすい、柔らかい物や硬い物、

とげがある物、弾力がある物等、触感

覚に刺激がある物をブラックボックス

の中に入れる。 

・取り出したものの触感覚を「やわらか

いね」「とげとげしているね」等言語化

し、児童とやり取りを行う。 

・一定時間一人で過ごす時間を設けるた

めに、30秒程度自由に児童が触感覚を

感じる時間を設ける。（タイマーを使

用） 

・ごりらの口に掴んだものを入れること

で活動の終わりを分かりやすくする。 

４「動物園に行こう」 

・歌に合わせて出てく

るイラストの動物（と

んぼ・くま・ごりら・

ぞう）の動きをイメー

ジして身体を動かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ぞうが歩いている映像を見て、

ぞうの動きを知る。 

 

 

 

 

 

○一人ずつ歌に合わせて出てく

るイラストの動物の動きをす

る。 

 

  

 

 

 

 

 

・児童が見やすい位置で、映像を提示す

る。 

・ぞうが歩いている映像を見て、を知っ

た後に、「どんどん」と言いながら足を

動かす。 

 

 

・児童が見やすい場所・高さでイラスト

を展開する。 

・児童が MTやイラストに注目しているの

を確認してから動作を行う。 

・STは自己刺激等に集中している児童に

言葉掛けや身体支援をして、イラスト

や MTへの注目を促す。 

・動物の名前やイラストとともに、教員

が動作をしている手本の写真も提示

し、どのような動作かを視覚的に分か



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りやすくする。 

・児童の実態に応じて、集中力が短い際

にはテンポよく進めることや言葉のイ

メージを考える際の時間の長さ等、イ

ラストの展開速度に配慮する。 

・イラストの展開に合わせてどんな動物

いるかな？」とストーリー性をつけた

り、リズミカルな唱え歌を取り入れ、

児童の興味・関心を引き付ける。 

・「どーするの？」と合図を入れ、いつ動

きを行うのかを分かりやすくする。 

・合図後は少し間を開け、児童がどのよ

うな動きをするのか考えることができ

るようにする。 

・児童の実態に応じて、イラストの展開

とともに、MTは動きの手本を示し、児

童にどこを動かしているのか伝わるよ

うに、具体的な言葉と合わせて大きく

動かす。 

・身体を動かす際には、児童の実態に応

じて STは、身体支援やタッピング、言

葉かけ等をする。 

・良いところを即時に具体的に褒める。 

ま

と

め 

 

3

分 

５ 学習の振り返りをす

る 

・４で行った動きを再

度行い、本時の学習を

想起し、評価を受け

る。 

６ 終わりの挨拶 

・授業の終わりを意識

する。 

○具体的に学習のよかったとこ

ろを振り返る。 

 

 

 

 

〇号令を聞いて姿勢を正し、サ

インをつけて挨拶をする。 

 

・４で使用した教材を提示して本時で行

ったことを想起させ、良かったところ

を具体的に伝え、褒める。 

 

 

 

・児童が姿勢を整えているのを確認し、

サインをつけて挨拶をする。 

 

 

 

８ 本時の評価（★の項目に対する学習状況の評価）（軸⑤「何が身に付いたか」） 

・動物によって動きが異なることが分かったか。 

・動物のイラストを見たり、「とんぼ」「ピーンと横に」「ごりら」「胸をたたいて」「くま」「手を前に」「ぞう」

「足をどんどん」という言葉を聞いて、身体を動かすことができたか。 

・イラストを見たり、唱え歌を聞いたりして学習に参加しようとしていたか。 

 



 

 

【ルーブリック】活動（ 動物園に行こう ）       記入者（ 鈴木 理紗 ） 

 
S A B C 

自立活動や体育等の他の授業で動物の

名前を聞いたときに、身体を動かすこ

とができる。 

動物のイラストを見て、身体を動か

すことができる。 

動物のイラストを見たり、「ピーン」「胸」

「手」「前」「足」「どんどん」という言

葉を聞いたりして、身体を動かすことが

できる。 

動物のイラストを見たり、「ピーン」「胸」

「手」「前」「足」「どんどん」という言

葉を聞いたりして、身体を動かすことが

できる。 

 

日付 9/16 9/23 

 

10/5 10/7 10/14 10/19 10/21（本時） 10/26 

A C◎ B○ 

熊◎ 

B〇 B◎ 

手本無し 

B◎ A〇 

2回問いかけた 

A○ 

ぞう、くま◎ 

A○ 

B Bレ Cレ C△ 

肘を支える支援

有 

Bレ 

動かそうとした 

Bレ Bレ 

反応が早くなった 

B△ 

くま○ 

B△ 

ぞう○ 

C Bレ Cレ C△ 

肘を支える支援

有 

Bレ 

動かそうとした 

Bレ Bレ 

動かそうとした 

B△ 

くま○ 

B△ 

 

備考         

 

○ルーブリック評価理由 

児童自身が自分なりに動きのイメージを持ちながら身体を動かす学習の評価であるため、行動単位に細分化して評価する 

活動分析表よりも、最終目標に向けて、現在どのような支援を行うことで、児童が動きのイメージをもって身体を動かし 

ているのかが分かるルーブリック評価が適していると考えたため。 

◎自発的遂行 

○目の前での手本 

△タッピング 

レ身体支援 

『具体的なしかけ』①－１ →イラストや ICT機器（iPad）で動物が飛んだり、歩いたり、ドラミングしたりする姿を見て、動物の動きを知る。 

『具体的なしかけ』①－２ →擬音語やよく聞く言葉で表現されている身体の動きを聞いて、身体を動かす。 

『具体的なしかけ』②－１ →唱え歌を聞いて、「どうするの？」の合図を聞いてから身体を動かす。 

『具体的なしかけ』③－１ →宝探しや唱え歌、イラスト、ICT機器（iPad）を取り入れて興味を引き出し、身体を動かす。 

よかったところを即時に褒める。 


